
【様式第1号】
平成28年度

連結貸借対照表
(平成29年03月31日現在)

(単位:千円) P.　　
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 48,278,454 　固定負債 14,217,033
　　有形固定資産 45,190,200 　　地方債等 11,864,175
　　　事業用資産 32,919,343 　　長期未払金 -
　　　　土地 23,855,181 　　退職手当引当金 1,561,854
　　　　立木竹 22,656 　　損失補償等引当金 655,773
　　　　建物 17,045,400 　　その他 135,232
　　　　建物減価償却累計額 △8,991,151 　流動負債 1,190,779
　　　　工作物 3,535,727 　　1年内償還予定地方債等 933,297
　　　　工作物減価償却累計額 △2,632,403 　　未払金 8,261
　　　　船舶 - 　　未払費用 -
　　　　船舶減価償却累計額 - 　　前受金 8,397
　　　　浮標等 - 　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 - 　　賞与等引当金 92,677
　　　　航空機 - 　　預り金 68,214
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 79,933
　　　　その他 - 負債合計 15,407,812
　　　　その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 83,932 　固定資産等形成分 50,828,942
　　　インフラ資産 12,168,000 　余剰分(不足分) △13,800,021
　　　　土地 3,678,051 　他団体出資等分 81,801
　　　　建物 88,241
　　　　建物減価償却累計額 △35
　　　　工作物 21,686,440
　　　　工作物減価償却累計額 △13,327,382
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 42,685
　　　物品 533,658
　　　物品減価償却累計額 △430,801
　　無形固定資産 149,592
　　　ソフトウェア 2,673
　　　その他 146,919
　　投資その他の資産 2,938,662
　　　投資及び出資金 53,867
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 53,867
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 319,683
　　　長期貸付金 1,311
　　　基金 2,574,121
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,574,121
　　　その他 52
　　　徴収不能引当金 △10,371
　流動資産 5,056,120
　　現金預金 546,948
　　未収金 39,123
　　短期貸付金 90
　　基金 3,317,866
　　　財政調整基金 2,599,902
　　　減債基金 717,964
　　棚卸資産 1,075,702
　　その他 76,884
　　徴収不能引当金 △494
　繰延資産 - 純資産合計 37,110,722

資産合計 53,334,574 負債及び純資産合計 52,518,534
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【様式第2号】
平成28年度

連結行政コスト計算書
自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位:千円) P.　　
科目 金額

　経常費用 10,456,768
　　業務費用 4,185,486
　　　人件費 1,491,601
　　　　職員給与費 1,200,929
　　　　賞与等引当金繰入額 92,561
　　　　退職手当引当金繰入額 97,458
　　　　その他 100,653
　　　物件費等 2,446,492
　　　　物件費 1,426,593
　　　　維持補修費 169,217
　　　　減価償却費 718,024
　　　　その他 132,658
　　　その他の業務費用 247,393
　　　　支払利息 153,433
　　　　徴収不能引当金繰入額 10,760
　　　　その他 83,200
　　移転費用 6,271,282
　　　補助金等 3,508,152
　　　社会保障給付 2,662,362
　　　その他 100,716
　経常収益 1,153,174
　　使用料及び手数料 283,970
　　その他 869,205
純経常行政コスト △9,303,594
　臨時損失 1,900
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 1,411
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 489
　臨時利益 2,045
　　資産売却益 -
　　その他 2,045
純行政コスト △9,303,449
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【様式第3号】
平成28年度

連結純資産変動計算書
自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位:千円) P.　　

科目 合計 固定資産 余剰分 他団体出資等分
前年度末純資産残高 36,456,931 50,856,007 △14,429,847 30,771
　純行政コスト(△) △9,303,449 △9,302,679 △771
　財源 9,940,378 9,888,577 51,801
　　税収等 7,002,694 7,003,680 △986
　　国県等補助金 2,937,684 2,884,897 52,787
　本年度差額 636,928 585,899 51,030
　固定資産等の変動（内部変動） △43,928 43,928
　　有形固定資産等の増加 730,221 △730,221
　　有形固定資産等の減少 △707,331 707,331
　　貸付金・基金等の増加 844,385 △844,385
　　貸付金・基金等の減少 △911,202 911,202
　資産評価差額 △1,273 △1,273
　無償所管換等 16,137 16,137
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 2,000 2,000 -
　本年度純資産変動額 653,792 △27,065 629,826 51,030
本年度末純資産残高 37,110,722 50,828,942 △13,800,021 81,801
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【様式第4号】
平成28年度

連結資金収支計算書
自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位:千円) P.　　
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 9,756,670
　　業務費用支出 3,393,249
　　　人件費支出 1,387,989
　　　物件費等支出 1,780,433
　　　支払利息支出 153,433
　　　その他の支出 71,394
　　移転費用支出 6,363,422
　　　補助金等支出 3,509,822
　　　社会保障給付支出 2,662,362
　　　その他の支出 191,186
　業務収入 10,661,023
　　税収等収入 7,013,251
　　国県等補助金収入 2,800,642
　　使用料及び手数料収入 283,234
　　その他の収入 563,896
　臨時支出 2,975
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 2,975
　臨時収入 -
業務活動収支 901,378
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,686,819
　　公共施設等整備費支出 874,089
　　基金積立金支出 457,428
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,288
　　その他の支出 14
　投資活動収入 1,312,394
　　国県等補助金収入 133,838
　　基金取崩収入 484,326
　　貸付金元金回収収入 358,050
　　資産売却収入 148,703
　　その他の収入 187,477
投資活動収支 △374,424
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,959,463
　　地方債等償還支出 1,951,004
　　その他の支出 8,459
　財務活動収入 1,499,909
　　地方債等発行収入 626,959
　　その他の収入 872,950
財務活動収支 △459,555
本年度資金収支額 67,399
前年度末資金残高 328,769
本年度末資金残高 396,168

前年度末歳計外現金残高 148,272
本年度歳計外現金増減額 2,508
本年度末歳計外現金残高 150,780
本年度末現金預金残高 546,948
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